
1 本郷 蒼真 カントリー・ロード

2 山田 初花 ひまわりの約束

3 中野 智 カーネーション

4 村松 賢 「名探偵コナン」メイン・テーマ

5 夏目 紫帆 雪だるまつくろう

6 橋本 崇史 カリキュラマシーンのテーマ

7 池田 陽向 ハナミズキ

8 池田 美波 ようこそジャパリパークへ

9 有川 彩月 アイノカタチ feat. HIDE (GReeeeN)

10 齋藤 滉 「名探偵コナン」メイン・テーマ

11 土屋 芽衣菜 Wake up！

12 山口 咲季 おかあさんの唄

13 森住 陽菜乃 THE GIFT

1 杉村 和奏 Bix Beiderbecke

2 勝間田 さくら メモリー（「キャッツ」より）

3 佐藤 花保 恋するフォーチュンクッキー

4 工藤 碧 Butterfly

5 関口 麻菜 ひまわりの約束

6 福田 瑛大 トロイメライ

7 山崎 美紅 ヴァーチャル・インサニティ

8 佐内 瑠莉 Bix Beiderbecke

9 橋本 和奏 KIBOU

10 関口 璃子 ハナミズキ

11 中野 安紀子 この素晴らしき世界

12 大沼 美結 CAN YOU CELEBRATE?

13 白井 朱音 ダンシング・クイーン
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14 磯村 奈々 メモリー（「キャッツ」より）

15 張 博昭 ひまわりの約束

16 吉田 明弘 宿命

17 青木 さやこ RPG

18 二反田 芽衣 栄光の架橋

19 齋藤 優菜 二人でお茶を

20 大塚 響 カラー・オブ・ザ・ウインド

21 代 南月 波（ウェーブ）

22 堺 詩歩 A Beautiful Storm

23 髙野 貴愛 おいしい水

24 長野 真子 トトとアルフレード

25 有川 考悦 馬と鹿
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1 池田 彩愛 千本桜

2 上村 将史 マイルストーンズ

3 斉藤 星雫 ヴァーチャル・インサニティ

4 三村 芽以 カレイドスコープ

5 小澤 レイ VIEW OF SILENCE

6 竹内 保乃嘉 Bix Beiderbecke

7 根岸 優羽 Yuri on Ice

8 砂川 六花 ワン･ノート･サンバ

9 大友 ありさ 千本桜

10 堀越 暖樹 鮫（エスクアロ）

11 水澤 優仁 I am

12 樋口 そら マイルストーンズ

13 小俣 果音 クレオパトラの夢

14 西村 史織 Lemon

15 齋藤 利桜 逢いたくていま

16 吉田 優乃 Someone to Watch Over Me

17 小俣 萌音 ヴァーチャル・インサニティ

18 山口 晴花 逢いたくていま

1 岩波 咲来 教養の闘い

2 原 千絵 マイルストーンズ

3 滝島 希実 エル・カミーノ・レアル

4 渡辺 美和 クレオパトラの夢

5 斉藤 皇吏 鮫（エスクアロ）

6 青山 凜子 カレイドスコープ

7 岡村 祐希 I am

1 時津 加奈子 クレオパトラの夢

2 千葉 美由紀 Starting Five

3 佐藤 美香 ボーン・ディス・ウェイ

4 山口 亜希子 ツィゴイネルワイゼン

5 安部 恵子 ブエノスアイレスの冬

6 宮司 有紀 クレオパトラの夢


